大会テーマ 「学校と社会をつなぐ職業統合的学習（WIL）
」

感染予防と社会とのつながりをどのように折り合いをつけ学びを両立させていくかが現在問われ
ています。ウィズコロナ時代の新たな学びのかたちを模索し始めてから 2 年が経過しました。ICT な
どの代替ツールを活用してできる学びと、人とのつながりや経験から得られる学び、それぞれの特徴
が浮き彫りになってきました。現場でのリアルな体験を通しての学びの代表がインターンシップ等の
職業統合的学習（WIL）です。
そこで第 23 回大会のテーマは「学校と社会をつなぐ職業統合的学習（WIL）
」と題し、社会とのつな
がりを探究する場にしたいと考えています。日本インターンシップ学会は、2013 年に学会の英語名称
が The Japan Society of Internship and Work Integrated Learning に変更されました。この英語
名称変更を機に、インターンシップをひろく職業統合的学習（WIL）のコンセプトの中に位置づけ理解
していくことが期待されています。実習（資格養成課程の実習も含む）
、PBL、サービスラーニングな
ど、
「自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験」にかかる学内外の「直接的」
「間接的」な教
育が研究対象となっています。職業統合的学習（WIL）の今後の可能性について、皆様と共に議論を深
めていきたいと存じます。
九州支部の担当となる第 23 回大会は、3 年ぶりに 2 日間で開催することになりました。開催形式
は、現段階では 1 日目はオンラインと対面の併用で、2 日目はオンライン（Zoom）のみでの開催を予
定しています。ただし、感染状況によっては 2 日間ともオンライン開催に変更される可能性もありま
す。変更が生じる場合には、大会 1 カ月前までにご案内いたします。また、2 日間で異なる開催形式
をとることで、1 日目は会場で 2 日目も会場教室で個別にオンライン参加も可能です。2 日間ともオ
ンラインのみでの参加も可能です。
初めてのオンラインと対面を併用した 2 日間での大会開催となるため、ご不便やご迷惑をおかけす
ることが多々あるかと存じます。会員の皆様にとって新たな知の創造の場になるよう、大会実行委員
会一同、精一杯準備を進めております。運営に際しては、何とぞご理解、ご協力のほどお願い申し上
げます。
多くの会員の皆様からの研究発表とご参加をお待ち申し上げております。
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１．大会日程・開催形式
■開催日：
2022（令和 4）年 8 月 27 日（土）
・28 日（日）
■開催担当校：久留米大学 御井学舎（福岡県久留米市御井町 1635）
■開催形式： 1 日目 オンラインと対面の併用
（※感染状況によって変更される可能性があります）
2 日目 オンライン（Zoom）
■スケジュール（予定）
1 日目：8 月 27 日（土）10:00～17：30
・開会式
・会長講演「職業統合的学習（WIL）と学会のあゆみ」
・学会表彰委員会「高良記念研究助成報告」
・シンポジウム「多様な職業統合的学習（WIL）をめぐる横断的な対話からの学び」
17：30-18：30 交流会（芝生庭園）
2 日目：8 月 28 日（日）9：30-13：00
・自由研究発表
・閉会式

２．大会参加申込・大会参加費
■参加申込受付期間
（早割）2022 年 5 月 16 日（月）～7 月 31 日（日）
（一般）2022 年 8 月 1 日（月）～8 月 26 日（金）
■参加申込方法
・第 23 回大会 web サイト（https://jsi-23th.com/）の「大会参加申込・参加
費支払」からもしくは Peatix サイト（https://jsi23th2022.peatix.com/）
から参加申込・支払手続きを行ってください。
申込受付開始日（5 月 16 日）から手続き可能です。
・早割価格は、7 月 31 日（日）までに参加申込手続きと支払手続きの両方が完了した方が対象です。
・参加申込は、
「Peatix」
（イベント管理システム）で行います。 参加申込手続き前に Peatix での「新
規登録」
（アカウント作成）が必要になります。支払方法は、クレジットカード・コンビニ・ATM が
使えます。
大会参加費

早割（7/31まで） 一般(8/1～8/26)

個人会員・法人会員

4,000円

4,500円

学生会員

3,000円

4,500円

非会員

5,000円

要旨集録のみ

1,500円

※要旨集録は、大会 1 週間前頃に参加登録手続きに記載された住所に郵送されます。
また、大会参加者ページからも PDF 版をダウンロードできます。
※8 月 1 日以降にお申込みいただいた方は、随時要旨集録を送付しますが、大会当日に間に合わない
場合もございますのでご了承ください。
※協賛広告掲載団体等、大会開催校関係者（非会員）は、参加費が免除されます。
（要旨集録は別途
購入ください）
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■大会参加申込手順
① 大会ウェブサイトにアクセスしてください。 https://jsi-23th.com/
②「大会参加申込・参加費支払」をクリックしてください
③ Peatix（ピーティックス）システムサイトの第 23 回大会参加申込ページから参加費（チケット）
をお申込みください。
（参加申込・参加費支払いは、事前に Peatix の「新規登録」
（アカウント作成）
が必要です。
）
④領収書は、参加費支払いが確認された後、Peatix サイトから各自電子ファイルで取得できます。
※詳細は、大会 web サイトをご覧ください。
【大会参加にあたってのお願い】
オンラインでの大会参加については、次の留意事項をよくお読みいただき、ご了承いただいたう
えでご参加をお願いします。
＜大会録画について＞
・運営記録のためすべて録画いたします。特にシンポジウムの内容は編集後、研究年報に掲載予定で
す。研究目的以外には一切使用いたしませんのでご了承願います。
・Zoom 上での参加者の個人名および画像も録画されます。もしそれを望まない場合は、個人名表示
をイニシャルに変更、ビデオオフで画像が映らないようにするなどの対応でご参加ください。

３．研究発表申込
■研究発表申込期間：2022 年 5 月 16 日（月）～6 月 13 日（月）
■要旨原稿提出期限：2022 年 7 月 4 日（月）※締切厳守
※研究発表は、大会 2 日目（8 月 28 日・日）にオンライン形式（Zoom）で開催します。
※会場校でオンライン参加を希望される場合は、教室と無線 LAN を準備予定です。
（1 日目にオンラ
インと対面の併用開催の場合）
■研究発表申込について
・第 23 回大会 web サイト（https://jsi-23th.com/）の「研究発表申込」サイトもしくは以下の
google form サイトにアクセスし、必要事項を記入の上、お申込みくださ
い。
▼研究発表申込サイト(google form)
https://forms.gle/7GxS8zHLP8ZAnTqdA
・研究発表申し込み後、速やかに「大会参加申込」手続きもお願いします。
・
【別紙】
「研究発表申込方法」を必ずご確認いただきお申込みください。
■研究発表の注意事項
１）オンライン（Zoom）形式での研究発表となるため、4 会場×4 発表を予定しています。
２）口頭発表者（共同発表者を含む）は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
①口頭発表者は、発表申込時点で本学会の会員（個人会員（学生会員を含む）
、法人・団体会員）
であること。共同発表者もすべて会員であること。
②口頭発表者（共同発表者も含む）は、発表申込時点で 2021 年度会費を納入済であること。
（本学会の会計年度は 7 月～6 月ですが、本大会の発表申込条件は 2021 年度会費が対象です。
発表申込時点までに納入をお願いします。
）
③口頭発表は、1 人 1 発表とする。
（共同発表であっても複数の口頭発表は不可となります。ただ
し、口頭発表を行わない共同発表者としての連名はこの限りではありません。
）
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④発表申し込み後に、発表題目を変更することはできない。
申し込み後に発表題目（副題も含め）の変更や口頭発表者の変更など、申込内容と異なること
が生じた場合は、発表申込が取り消されることもあるので留意すること。発表題目は、要旨、
当日配布資料においても、副題も含め一切の変更はできない。
３）発表時間は、1 発表 20 分、質疑応答 10 分です。複数口頭発表を含む共同発表の場合は、発表時
間を 20 分もしくは 40 分のいずれかを選択できます。また、複数名での口頭発表の場合は、口頭
発表者氏名の前に「〇」を付けてください。
４）発表要旨原稿の提出締切は、2022 年 7 月 4 日（月）です。提出期限に遅れた場合は、要旨集録
への掲載ができなくなります。締切厳守での提出をお願いします。
５）研究発表は、オンライン（Zoom）のみで行います。回線が安定している場所であれば、どこから
でも発表可能です。また、会場校で口頭発表を希望される場合は、教室の使用、無線 LAN の使用
が可能です。

４．大会関連情報
大会に関する最新情報は、web サイトで随時ご案内いたします。
▼第 23 回大会 web サイト
https://jsi-23th.com/

５．会場校へのアクセス

大会会場

久留米大学御井学舎

〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635 電話 0942-43-4411（代表）
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■西鉄をご利用の場合
西鉄久留米駅下車
↓
西鉄バス系統番号 1・1-1・2・7・9
（久留米大学前、信愛学院 久留米、竹の子行にて朝妻または久留米大学前下車）
＜所要時間＞西鉄久留米駅から約 15 分
■JR をご利用の場合
ＪＲ久留米大学前駅下車 徒歩約 3 分
または
ＪＲ久留米駅下車
↓
西鉄バス系統番号 1・7・40・48（信愛学院 久留米行にて朝妻または久留米大学前下車）
＜所要時間＞ＪＲ久留米駅から約 25 分
■福岡空港から高速バスをご利用の場合
千本杉 または 久留米インター南下車 タクシー5 分（徒歩 20 分）
＜所要時間＞福岡空港から最寄りバス停まで約 50 分
■自家用車の場合（学内に無料駐車場があります）
久留米インターから約 5 分
久留米インターから久留米市街方面（左方向）へ下ります。右車線に入り 86 号線を直進（下り坂）後、
高架下をくぐり最初の信号（右手に高良大社のやぐらがある）を右折します。しばらく進むと正面に御
井キャンパスが見えます。東門、北門へは「高良山入口」の信号を右折、南門へは信号を左折後、最初の
角を右折してください。

６．大会に関する問合せ先
大会に関するお問い合わせ・ご連絡は、原則メールでお願いします。
日本インターンシップ学会第 23 回大会実行委員会
実行委員長 江藤 智佐子
〒839-8502 久留米市御井町 1635 久留米大学文学部情報社会学科江藤研究室内
e-mail: jsi.23th@gmail.com
Tel (0942)43-4411(内線 2142)
Fax (0942)43-4797（文学部代表）
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